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１．総 発 売 元 株式会社 高 陽 社　代表取締役　高　野　泰　樹
 本　　　　社 〒501－6304　岐阜県羽島市舟橋町出須賀3丁目38
 東京事務センター 〒189－0013　東京都東村山市栄町2－9－32　晃正プラザビル4F
       TEL　042－395－0756（代） 
　　　　　　　　　　お客様相談室：042－313－3021　10：00～17：00（土日祝除く）

２．商品の種類及び性能・品質に関する事項　　
 　 本誌商品ラインナップ（P.44～49）、各パンフレット、又は「月刊コーヨーライフ」、高陽社通販
カタログ「KOMO」などをご参照ください。

3．商品の引渡し時期及び方法　　
 　 販売店（P.9）  代理店（P.22）をご参照ください。
4．商品の販売条件に関する重要な事項　　
 　 P.38の（15） ～（17）をご参照ください。
5．当該取引に伴う特定負担に関する事項 
 　 販売店（P.7、 8）  代理店（P.21、22）をご参照ください。
6．特定利益に関する事項
 　 販売店（P.6、 9、 11、 16～19）  代理店（P.20、 26～33、 35）をご参照ください。
7．契約の解除に関する事項
 　 ①クーリング・オフに関する事項 　下記赤枠内をご参照ください。
 　 ②中途解約・返品ルールに関する事項､その他の契約解除の要件･方法等に関する事項（P.41）
 　 　 をご参照ください。
8．クレジット契約における抗弁権の接続に関する事項
 　 P.42をご参照ください。
9．禁止行為（特定商取引法第３４条に規定）に関する事項
 　 P.37、 38をご参照ください。

「本書面」の内容をよくお読みいただき十分にご理解ください

登録申請手続きをされる皆様へ
登録するにあたっては、本書面の内容をよくお読みいただき、また他関連資料をご参照いただき、
ご理解ご納得の上、登録申請手続きをおこなってください。
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１. 本書面にもとづいて登録手続きをされた場合、手続き後に、㈱高陽社から送られる「契約書面」を受領された日、または
登録条件となっている商品の最初の引渡しを受けた日のいずれか遅い方から20日を経過するまでは、申出書面(右下
図のハガキ参照)により、無条件で契約の解除を行うこと（以下｢クーリング・オフ｣といいます）ができ、その効力は書面を
発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。

２. この場合、①登録された方は、損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。②すでに引渡しがさ
れている商品の引き取りに要する費用は事業者（販売者）が負担します。③登録された方は、すでに商品代金の一
部または全部を支払っている場合でも速やかにその全額の返還を
受取ることができます。④登録された方は、商品を使用して得られ
た利益に相当する金銭を請求されることはありません。

３. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者(販売者)が不実の
ことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困
惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者(販売者)から、
クーリング・オフ妨害の解消のための書面が新たに交付され、その内
容について説明を受けた日から20日を経過するまでは書面により
クーリング・オフすることができます。

契約の解除（クーリング・オフ）のお知らせ
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高陽社理念

高陽社ビジネスの流れ

STEP1　  販売店登録から始めましょう ！

STEP2　  販売店登録のお手続き

STEP3　  販売店登録後のご注文方法

STEP4　  ショッピングクレジットのご利用について

STEP5　  「超☆海洋深層水100％マハロ」について

STEP6　  DENBAビジネスについて

STEP7　  代理店を目指しましょう ！

STEP8　  代理店に昇格する条件とは？

STEP9　  代理店昇格後のご注文方法

STEP10　代理店の資格を維持するには？

STEP11　DENBAビジネスについて

STEP12　代理店の割戻金（ボーナス）とは？

STEP13　割戻金（ボーナス）はいつ誰から支払われるの？

STEP14　代理店育成の組織について

STEP15　「超☆海洋深層水100％マハロ」定期宅配について

販売活動に関する行動規準・注意事項

個人情報の取扱いに関して

退会（登録抹消）について

抗弁権の接続に関して

医薬品等の説明および広告に関する留意点について

高陽社商品ラインナップ

目　次
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本人保管用

※価格は全て税込となります。
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自らの心身共の豊かな健康を目指しながら

“ 確かなる美と健康の歓び、あたためよう心と躰 ”を合言葉に

世のため、人のため、使命に燃えて

大いに貢献していくことが目的である。

～これが、私どもの想いです～

より若く、より美しく、より健やかに

高陽社理念

健康と美

Water
水

Oxygen
酸素

Nutrition
栄養

Digestion
善玉菌

Temperature
温度

1972年に創業した高陽社。

1988年6月に「パインハイセンス」が

厚生省から薬用入浴剤の製造認可されたことにより、歴史が始まります。

人と人との繋がり「ご縁」を大切に、冷え取り健康美容を掲げて

今日まで皆さまと共に歩んでまいりました。

̶ 誰でも高陽社で人生が変えられる。 ̶

そして、さらなる夢の実現へ向け、今日から高陽社ビジネスをスタートし

冷え取りの輪を広げていきましょう!!

高陽社ビジネスの流れ

50％仕入

70％仕入

上代
（商品価格）

高陽社

特約販社

代理店

販売店

お客様
（愛用者）

※一部の商品を除きます。

※一部の商品を除きます。

会員として商品を
3割引にて購入し
販売もできます。

販売店・代理店をまとめる
グループの責任者です。

販売を主とするビジネス会員で
販売店への卸売も行います。
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重要

販売店登録の際は、お手続き前に本誌「KOYOビジネスガイドブック」（概要書面）を販売員（購入先）
よりお受け取りいただき、内容をよくお読みください。
販売店登録完了後は、契約書面として「販売店登録にともなう契約書面」及び本誌「KOYOビジネス
ガイドブック」等の書類が㈱高陽社から登録者ご本人へ届きますので、こちらも内容をよくお読みください。

※登録手続きの際、ご提出いただくすべての書類は必要事項を漏れなくご記入いただき、必ずご本人がご署名・
　ご捺印ください。 書類は、所属の代理店・特約販社を通じて、㈱高陽社東京事務センター（以下、東京事務セン
　ター）へご提出ください。

販売店登録のお手続き

各コース内の①～③の要件を満たしていただくことにより、販売店登録ができます。

商品価格：12,000円／セット

���� �

コーヨーアップ注文コース

※商品代金は、販売店登録者のご名義で指定の口座へお振込みいただくか、
　代金引換のいずれかの方法にてお支払いください。

※上記②③の書類は、P.8の2つのコースで
　ご登録する場合もご提出ください。

①コーヨーアップ プレミアムエッセンシャルミスト8セット（1セット2本入）
　をご注文いただくこと。
　商品価格96,000円が、登録時の初回注文から3割引の67,200円にて
　ご注文いただけます。

　◎このコースは「現場登録」にてお手続きが可能です。
　　「現場登録」の場合、初回注文商品は所属代理店から直接納品となります。
　　商品代金は、商品引き渡し時に所属代理店へお支払いください。

②販売店登録申請・注文書を
　ご提出いただくこと。

③販売員としての法令遵守に対する誓約書
　（2017.10）にご署名・ご捺印の上、ご提出
　いただくこと。

※一部の商品を
除きます。

販売店登録から始めましょう！���� �

販売店のメリット

高陽社商品

30％OFF

高陽社商品を
販売する権利が得られます。

また、お客様へ小売りをすることにより
販売利益を得ることができます！

販売利益

販売価格とご自身の仕入れ価格との差額

あなたが紹介した
お客様がマハロ定期宅配を
お申込みされると、

割戻金を得ることができます！

あなたが紹介したお客様が
高陽社通販カタログKOMOを

利用された場合、商品価格と販売店価格の
差額（割戻金）を得ることができます！

￥
￥

高陽社施設
「ホテルKOYO宿泊

・会議室・遊楽乃湯（温泉）」
　会員価格にて利用可能※！

研修ホール
（飛翔） 天然温泉

（遊楽乃湯）

ホテルＫＯＹＯ
（新館）

販売店用 販売店用

割戻金はあなたからご紹介いただ
いたお客様が、会社へ注文した月の
翌月中旬に、所属代理店または特約
販社よりあなたへ支払われます。

所定の条件を満たしていただくことにより､代理店に昇格することができます。
詳しくは、所属代理店または特約販社にお問合せください。（P.21、22参照）

※年末年始・お盆など休館日・
　メンテナンスによりご利用
　できない場合もございます。

（条件があります）

※イメージ
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ハイグレードタイプ
商品価格：900,000円

スタンダードタイプ
商品価格：540,000円

①DENBAH Health注文書にて、スタンダードタイプまたは
　ハイグレードタイプを1台以上ご注文いただくこと。

②販売店登録申請・注文書を提出いただくこと。

③販売員としての法令遵守に対する誓約書（2017.10）に
　ご署名・ご捺印の上、ご提出いただくこと。

◎このコースは、注文商品の中に「コーヨーアップ プレミアムエッセンシャルミスト」が
　1セット以上含まれる場合、「現場登録」にてお手続きが可能です。（P.9の④ 参照）

DENBAH Health（デンバヘルス）注文コース

※必ず販売店登録をされる方のご名義で、特約販社を通じて、
　東京事務センターへご注文ください。
　商品代金は、販売店登録者のご名義で指定の口座へお振込
　みいただくか、ショッピングクレジットのいずれかの方法にて
　お支払いください。

販売店用 販売店用

あなたからご紹介いただいた方が、商品注文コース、DENBAH Health注文コースにて販売店登
録をされた場合、紹介料はあなたからご紹介いただいた方が、会社へ注文した月(契約が成立した
成績月)の翌月中旬に、所属代理店または特約販社よりあなたへ支払われます。
ただし、ご紹介いただいた方が販売店登録の契約を取り消された場合、紹介料は支払われません。

Aさんが商品価格で90,000円の対象商品を購入し販売店登録した場合

5,000円の紹介料 商品注文コースにて
販売店価格（3割引）
63,000円分購入

あなた（販売店） 愛用者

販売店登録

参考例

Aさん

【各コースのご注文方法】
初回登録時のご注文は、所属代理店・特約販社を通じて各コースに応じて必要な書類を
東京事務センターへご提出いただきます。

ご注文商品は、販売店登録のお手続き完了後、お申込み者へ㈱高陽社より宅配便にて
直送いたします。（出荷手配は、下記①～④をご覧ください）
代金のお支払い方法は、
①代金引換・②銀行振込・③ショッピングクレジット・④現場登録のいずれかお選びいただけます。

【商品の引き渡し時期および方法、代金の支払い方法について】

【販売店育成の紹介料の支払い時期および条件】

①代金引換
商品注文コースは、各書類が揃った日の翌営業日に代金引換にて出荷となります。
商品到着時に配達ドライバーへ商品代金を現金にてお支払いください。

②銀行振込
ご注文と同時に下記振込先へ商品代金をお振込みください。（お振込手数料はご負担ください）
東京事務センターにて下記口座への入金が確認でき、必要な書類が揃った日の翌営業日の出荷
となります。
［振込先］　十六銀行　羽島支店　普通1397733　株式会社高陽社

③ショッピングクレジット
クレジット契約書にご記入の上、ご提出いただきます。
承認が下り、クレジット契約書の原本、必要な書類が揃った日の翌営業日に出荷となります。
詳しくは、STEP4（ショッピングクレジットのご利用について）をご参照ください。

④現場登録
初回注文商品は、所属代理店から納品となります。
商品代金は、商品引き渡し時に所属代理店へお支払いください。

商品注文コース

※対象外の商品…冷え取り君マイコンプレミアム、SIXPAD Foot Fit Plus、高電導エレクトロードパッド、
　DENBA+ Fresh、DENBA+ Fresh Pro、DENBAF FRYER、リファグレイスヘッドスパなど
　

「超☆海洋深層水100％マハロ」は、初回注文に限りマハロ定期宅配のご契約がない場合も
販売店価格（税・送料込）にてご注文いただけます。（詳しくはＰ.10参照）

①高陽社商品（※一部商品対象外）を各所定の注文単位にて商品価格90,000円（5ケース）以上
　のご注文をいただくこと。（P.44～ 49参照）　商品価格90,000円が、登録時の初回注文
　から3割引の63,000円以上にてご注文いただけます。

②販売店登録申請・注文書をご提出いただくこと。

③販売員としての法令遵守に対する誓約書（2017.10）にご署名・ご捺印の上、ご提出いただくこと。

※商品代金は、販売店登録者のご名義で指定の口座へお振込みいただくか、代金引換または
　ショッピングクレジット（クレジット関連はP.12を参照）のいずれかの方法にてお支払いください。
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DENBAシリーズ（DENBAＨ Health スタンダード・ハイグレード、DENBA+ Fresh）

SIXPAD Foot Fit Plus

販売店用 販売店用

【ご注文方法】
所定の注文書にご記入の上、所属代理店または特約販社を通じて、
東京事務センターへご注文ください。
お支払い方法は、銀行振込（下記振込先）またはクレジット契約の
いずれかお選びいただけます。
ご注文金額は、商品価格にてご注文ください。
割戻条件を満たしている場合、後日販売店の割戻金を受けること
ができます。
（割戻金については、P.18のSTEP6をご参照ください）

【ご注文方法】
所定の注文書にご記入の上、所属代理店または
特約販社を通じて、東京事務センターへご注文
いただき、商品代金は、下記振込先にお振込み
ください。
ご注文金額は、商品価格にてご注文ください。
後日販売店の割戻金を受けることができます。

SIXPAD Foot Fit Plusの割戻金について、あなた（販売店）が購入、またはあなたが紹介した愛用
者が購入した場合、割戻金8,000円を受けることができます。
割戻金は、会社へ注文した月（契約が成立した成績月）の翌月中旬に、所属代理店または特約販社
よりあなたへ支払われます。

商品価格：63,800円
（約5ケース）

SIXPAD Foot Fit Plus

【SIXPAD Foot Fit Plusの割戻金】

2回目からのご注文は、所属代理店へご注文いただくか、「高陽社通販カタログ
KOMO」（以下KOMO）をご利用ください。1回のご注文金額が、商品価格より
3割引（一部の商品を除く）の販売店価格30,000円からご注文いただけます。
本紙P.44～ 49の中から★印以外の商品を合計した金額となります。
商品毎に注文単位がございます。

販売店登録後のご注文方法���� �

所属代理店に注文

KOMOをご利用

所属代理店から直接商品をお届けします。
商品代金は、前金または商品の引き渡し時に代理店へお支払いください。

所定の注文用紙をFAXまたはLINE、お電話にて㈱高陽社に直接ご注文いただけます。
※9,000円未満のご注文は別途送料1,200円がかかります。
商品は、ご注文をお受けした日（FAX・LINEは当日15時まで、お電話は当日17時までの受付）の
翌営業日に代金引換（現金のみの取扱いとなります）にて出荷いたします。

[FAX] 東京事務センター　042-395-9090　※土・日・祝日は休業日のため、翌営業日の注文受付となります。　
[LINE] 公式LINEアカウント「KOYO」  (ID : @mmi8016u)　
 　KOMO専用注文用紙に必要事項をご記入いただき、
　　　 注文用紙をスマホで撮影。撮影した注文用紙の画像を
　　　 LINEより上記IDへご送信ください。
[TEL] 販売促進センター　058-398-5040 （電話受付時間9：00～18：00） ※休館日を除く

KOMOでお取扱いをしていない商品（P.44～ 49の★印が付いた商品）につきましては、
手続き方法などあわせて所属代理店または特約販社へお尋ねください。

【2回目からのご注文について】

※冷え取り君マイコンプレミアムは、販売店価格30,000円の中には含まれませんが、冷え取り君マイコンプレミアム
　だけでご注文いただけます。
※DENBAシリーズ、SIXPAD Foot Fit Plus、高電導エレクトロードパッド、リファグレイスヘッドスパはKOMOでは
　ご注文いただけません。2回目以降のDENBAシリーズ、SIXPAD Foot Fit Plusのご注文の際は、P.11をご参照ください。
　DENBA+ Fresh Pro、DENBAF FRYER、リファグレイスヘッドスパ、高電導エレクトロードパッドは、所属代理店へご注文ください。

KOMOにてマハロが1箱単位で注文できます。注文金額については下表をご参照ください。

［振込先］
十六銀行　羽島支店　普通1397733　株式会社高陽社

DENBAH Health
スタンダード

DENBAH Health
ハイグレード

DENBA+ Fresh

1.5Lサイズ（1箱12本入）
ハーフサイズ 710mL （1箱24本入）
ミネラルズ   500mL （1箱24本入）

愛用者価格

販売店価格
1箱 8,760円 1箱 11,280円
1箱 5,880円 1箱    7,140円

（税・送料込）

※マハロ定期宅配の申込を継続していない販売店のご注文は、上記愛用者価格となります。

LINE 友だち追加は
コチラから→

KOMO
マハロ
注文価格
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③信販会社から承認が下りましたら、記入漏れや訂正印漏れなどがないか、ご提出前に再度ご確認
　いただき、不備のないクレジット契約書の原本「E.ダブルラック用」 「F.ダブルラック→金融機関
　用」を所属代理店または特約販社を通じて、東京事務センターへご郵送ください。
　不備のないクレジット契約書の原本が東京事務センターに到着し、他の必要書類が全て揃った
　時点で手続き完了となります。
　商品は、手続きが完了した日の翌営業日に㈱高陽社より契約者へ出荷いたします。

※承認が下りましても、全ての書類が揃うまでは商品発送・登録などのお手続きは完了となりませんので、         
　予めご了承ください。

④お支払い内容（商品名などを含む）は、後日信販会社から送付される「お支払い明細書」を
ご確認ください。

販売店用

ショッピングクレジットをご利用の際には、所定の審査がございます。
クレジット契約書は必ずご契約者本人が自筆にてご記入ご捺印をお願いいたします。

①ショッピングクレジット取り扱い商品

　●販売店登録時の初回注文は、「初回注文価格」となります。
　　（DENBA+ Freshは販売店登録条件対象外商品）

　●2回目以降の注文時は、「販売店注文価格」をご参照ください。

　●ランタニア基礎セット内容
　　各1本（マハロクレンジング・マハロローション・マハロセラム・マハロP-7・マハロクリーム・
　　UVクリーム）

ショッピングクレジットのご利用について���� �
【クレジット契約のお手続き】

商　　品　　名 初回注文価格 販売店注文価格

540,000円

900,000円

198,000円

220,220円

189,000円

540,000円

900,000円

　

314,600円

270,000円

　　DENBAH Health スタンダード（電位マット）

　　DENBAH Health ハイグレード（電位マット）

　　DENBA+ Fresh （冷蔵庫用鮮度保持装置）

マジックマスク（美顔器） ＋ ランタニア基礎セット（化粧品）

マジックマスク（美顔器）

販売店用

②ショッピングクレジットをご利用の際は、各商品の注文書、必要書類の他に所定のクレジット
契約書へのご記入が必要です。

　・契約書の必要事項は全て漏れなくご記入ください。
　・お申込みにあたって、まず審査をいたしますので各必要書類とともに、ご記入いただいた
　クレジット契約書の「E.ダブルラック用」「F.ダブルラック→金融機関用」を所属代理店または
　特約販社を通じて、東京事務センター宛てFAXにてお送りください。
　・審査が通りますと信販会社から確認電話が入りますので、ご契約者様のお控え「A～D.お客様
　用」（計4枚）をお手元にご用意の上、お申込みいただいた契約内容の確認をお願いいたします。

クレジット契約の内容について（ご注意）
[クレジット契約書]

ご提出用 ご提出用

Ｅ ダブルラック用

D
E
N
B
A
シ
リ
ー
ズ

※DENBAH Healthスタンダード、DENBAH Healthハイグレード、DENBA+ Freshは、
　以下「DENBAシリーズ」という。

DENBAH Health
スタンダード

DENBAH Health
ハイグレード DENBA+ Fresh

マジックマスク ランタニア基礎セット

F ダブルラック→金融機関用
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販売店用

「超☆海洋深層水100%マハロ」について���� �

販売店にご登録後は、マハロ定期宅配が販売店価格でお申込みいただけます。
販売店価格のマハロについて、1件のお申込みに対し、1.5Lサイズ、ハーフサイズ、ミネラルズの
いずれか同サイズ1口(2箱)以上のお申込みが必要となります。
また、同サイズ1口以上のお申込みに各サイズのマハロを1箱単位で追加することができます。

超☆海洋深層水100％マハロ定期宅配
申込書に必要事項をご記入の上、所属代
理店、特約販社を通じて、①高陽社用、②
金融機関用、③電算システム用、④高陽社
用の4枚を東京事務センターへご郵送く
ださい。　
（ＦＡＸでのお申込みは、お受けいたして
おりません）

【マハロ定期宅配価格一覧】

【お申込み方法】

商品は通常、申込書が東京事務センターへ到着した日（休業日を除く）の翌々営業日に出荷となり
ます。
毎月のお届けは、約1ヶ月サイクルとなりますが、時節柄や天候等、その他の事由により出荷や到着
が前後する場合がありますので、予めご了承ください。
（お申込みの受付日などにより、配達指定日のご希望に添えない場合がございます）
また、1箱単位にてご指定の送付先へ発送が可能です。

【商品の出荷】

1.5Lサイズ（1箱12本入）
ハーフサイズ 710mL （1箱24本入）
ミネラルズ   500mL （1箱24本入）

愛用者価格

販売店価格

12,960円 6,480円 16,560円 8,280円

11,000円 5,500円 13,520円 6,760円

（税・送料込）

初回お届けは、商品到着時に代金引換（現金のみ）でのお届けとなります。
2回目、3回目のお届け分につきましては、初回のお届け月の翌々月の22日（休業日の場合は翌
営業日）に、まとめて2ヶ月（2回）分がお申込者様ご指定の預金口座より振替となります。
4回目以降は、お届け月の毎月22日（休業日の場合は翌営業日）に1ヶ月（1回）分の代金が振替
となります。
※回数、お届け月は送り状に記載。

【お支払い方法…初回のみ代金引換】※分送先も初回は代引きとなります。

1口（2箱）　 1箱につき　 1口（2箱）　 1箱につき　

販売店用

高度な技術でボトリングした100％ハワイ産の海洋深層水をお届けします！

KOYO USAマハロ工場

（2021年7月現在）※愛用者は1箱からお申込みいただけます。

※振替日の前日までに申込書にご記入いただいた預金口座にご入金ください。当日のご入金では振替となりません。

「超☆海洋深層水100%マハロ」を購入する場合、1本あたり1.5Lサイズは630円、
ハーフサイズ、ミネラルズは各420円となります。（送付する場合は別途送料がかかります）
マハロ定期宅配をお申込みいただくと、送料込のお得な価格にて、マハロをお飲みいただけます。

マハロの代金は、初回お届け分以外、マハロ定期宅配申込書の「預金口座振替依頼書・自動払込
利用申込書」にご記入いただいた預金口座より振替となります。お間違え・漏れのないようご記入
ください。

なお、印鑑相違、印鑑不鮮明、名義人相違など、依頼書に不備が生じた場合は約1ヶ月程度で金融
機関より返送されてまいりますので、その旨、所属特約販社を通じてご連絡いたします。
その際はお手数でもお書き直しいただき、再度、東京事務センター宛にご提出ください。
また、振替明細書は振替開始月までに所属特約販社を通じてご送付いたします。

ハワイ島コナ沖で湧き上がる、体にやさしい海洋深層水

超☆海洋深層水100％マハロ定期宅配申込書
①②③④ 17年連続

2004～2020
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販売店用販売店用

【マハロ定期宅配の割戻金】
販売店登録後に、あなたがマハロ定期宅配をご紹介した場合、あなたが販売店として紹介者となっ
ている愛用者価格のお申込み分について割戻金を受けることができます。
この場合の割戻金は、1箱あたり1.5Ｌサイズは1,270円、ハーフサイズ・ミネラルズは各1,810円
となります。（愛用者価格のお申込み分に限ります）

マハロ定期宅配の割戻金は、出荷と振替（代金の支払い）がされたものが対象となり、所属代理店
または特約販社より、1期間毎に集計された分がその期間の終了後、翌月中旬に支払われます。
但し、次の場合、割戻金は支払われません。
　・割戻時にあなたがマハロ定期宅配の契約を1口以上継続していない場合。
　・あなたが紹介した愛用者がマハロ定期宅配の契約を取り消した場合。

　※1期間とは、1年を4期に分け、第1期（1～3月）、第2期（4～6月）、第3期（7～9月）、第4期（10～12月）
　　に区切られた3ヶ月毎を指します。

マハロ定期宅配のお申込みが登録条件（過去にマハロ定期宅配コースにて販売店登録された場合
など）となっている販売店が販売店資格を維持するには、自身のマハロ定期宅配のお申込みが常に
1口（2箱）以上継続されていることが条件です。 

【販売店資格維持条件】

マハロ定期宅配は、特にお申し出のない場合、12回のお届け毎に自動的に更新（継続）となります。
【自動更新（継続）】

お申込みより1年間（12回のお届け）は、紹介者等も含めお申込み時の資格（価格）にてお届けと
なります。
以降は、12回分のお届け毎に自動更新となり、紹介者等も含め更新後第1回目のお届け分より
その月の資格にて12回のお届けとなります。（お届け月 ＝ 成績月）
販売店登録以前、または販売店登録時にお申込みされた愛用者価格のマハロ定期宅配は、販売店
登録後の更新時期までは愛用者価格となります。
販売店登録月の翌月以降の更新から、第1回目のお届け分より販売店価格となります。

【お申込み時・更新時の資格（価格）について】

送付先、箱数等の変更や解約については、お届け月の前月の10日までに所属代理店、特約販社を通
じて変更・解約手続きをおこなってください。
※販売店は、登録以前のお申込み分を含め、12回以上お届けすることが必要です。
※お申込みされたマハロ定期宅配を登録条件としてご登録いただいた方は、そのお申込み分を解約された場合、
　販売店資格を喪失することとなります。

【変更・解約について】

【マハロを紹介してみましょう】

第1期
1月・2月・3月

第2期
4月・5月・6月

第3期
7月・8月・9月

第4期
10月・11月・12月

紹介すればするだけ、大きなビジネスに♪

愛用者価格の
お申込み

1.5Lサイズ
1箱 6,480円

ハーフサイズ・ミネラルズ
各1箱 8,280円

1箱あたりの
販売店への割戻金 1,270円 1,810円

あなた（販売店）が3人の愛用者にマハロを紹介し、契約された場合参考例

定期宅配1口（2箱）12,960円/月

定期宅配1口（2箱）12,960円/月

定期宅配1口（2箱）12,960円/月

ご紹
介

ご紹介

ご紹介

マハロ割戻金

たった3人ご紹介するだけで

マハロ1.5Lサイズ 3口（6箱）7,620円
×

1年間分（12ヶ月）

年間91,440円 
の収入に！！

￥

あなた
（販売店）

第1期（1～3月の成績分）の集計された割戻金が翌月（4月）中旬に支払われます。例
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販売店用販売店用

DENBAビジネスについて���� �

割戻
条件

【DENBAシリーズ 割戻金】

【まずは自分で1台購入】
DENBAH Health 「スタンダードタイプ」または「ハイグレードタイプ」を購入することにより、
DENBAビジネスの権利が得られビジネス展開をすることができます。

あなたの名義でDENBAH Health (スタンダードタイプ·ハイグレードタイプのいずれか)
を1台以上注文していること。

①あなたが直接販売、またはあなたの名義で2台目以降ご注文した場合、次の割戻金を受ける
　ことができます。

②直接販売しなくても、次の割戻金を受けることができます。

③お客様からご紹介いただいた場合…

※割戻金や紹介料は、あなたや直系販売店が割戻条件を満たしている場合、受けることができます。

あなたが育成した直系販売店が割戻条件を満たしており、お客様（愛用者）へ販売した場合

・スタンダードタイプ　1台につき 30,000円の割戻金　
(所属代理店から10,000円、特約販社から20,000円)

・ハイグレードタイプ　1台につき 50,000円の割戻金　
(所属代理店から20,000円、特約販社から30,000円)

お客様（愛用者a）からご紹介いただいた、お客様(愛用者b)にあなたが販売した場合

・スタンダードタイプ　1台につき 30,000円の紹介料

・ハイグレードタイプ　1台につき 50,000円の紹介料　　

下記の割戻金から、ご紹介いただいたお客様（愛用者a）へ紹介料として下記金額を
お支払いください。

※デンバフレッシュは、上記の割戻条件にて1台目から割戻金を受けることができます。
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あなたが紹介した
お客様や販売店が

マハロ定期宅配をお申込み
されると、割戻金を得ることが
　できます！　　　　　　　　　

上記①～④の要件と下記〔DENBA代理店〕または〔代理店〕いずれかの要件を満たしていただく
ことにより代理店に昇格することができます。

※一部の商品を
除きます。

高陽社商品

50％仕入

あなたが紹介した
傘下販売店・愛用者への

商品販売差益分が利益となります。
（KOMOを利用して商品を
購入した場合も同様）

また、その他にも条件を満たした場合、
各種割戻金を得ることができます！

KOYOビジネスの醍醐味は代理店になることなのね ！！

代理店を目指しましょう！���� �
代理店用 代理店用

がんばるぞ♪

パインハイセンスの場合6缶分

実績とは？

リメインヤングの場合2本分

ケース換算

代理店価格9,000円

1ケース

愛用者
上代（商品価格）

販売店
70％仕入

18,000円12,600円

1ロット（30ケース） 540,000円378,000円

代理店
50％仕入
9,000円

270,000円

￥

例えば

金額に
すると

実績1ケースは

③代理店初回注文として代理店価格270,000円（30ケース）以上をご注文いただくこと。
　高陽社商品ラインナップ（P.44～49）からお選びいただき、所定の注文単位にてご注文ください。
　ご注文方法はステップ９（P.23）をご参照ください。

①必要事項をご記入いただいた代理店登録申請書を所属の特約販社を通じて、東京事務センターに
　ご提出ください。 ※必ずご本人がご署名ご捺印ください。

④所定のセミナーを受講すること。（オンラインセミナーを含む）

②販売員としての法令遵守に対する誓約書（2017.10）をよくお読みいただき、内容を十分理解した
　上で、ご署名ご捺印・ご提出ください。 ※必ずご本人がご署名ご捺印ください。　
　（販売店登録時にご提出いただいている方は、要件を満たしたこととなります）

代理店に昇格する条件とは？���� �
【代理店昇格条件】

代理店のメリット

高陽社施設
「ホテルKOYO宿泊・
会議室・遊楽乃湯（温泉）」
会員価格にて利用可能※！

研修ホール
（飛翔）

（条件があります）

天然温泉
（遊楽乃湯）

ホテルＫＯＹＯ
（新館）

基礎知識

※年末年始・お盆など休館日・メンテナンスによりご利用できない場合もございます。

※商品によって、販売店と愛用者の価格が上記表の通りとならない場合がございます。
　また、実績対象外の商品がございます。

※お支払い方法は、銀行振込・ショッピングクレジットのいずれかとなります。銀行振込の方は、P.24の振込
　口座をご参照ください。ショッピングクレジットについてはSTEP4（P.12）をご参照ください。所定の代理
　店注文価格にてお申込みください。 

DENBA代理店

代　理　店

・あなたが販売店登録し、代理店昇格前にDENBAH Healthスタンダードまたはハイグレード
  （以下、DENBAH Health）のいずれかを1台以上購入し保有していること。

・あなたが直接紹介した（直系）販売店の登録が３店以上あること。この3店の販売店はあなたが
  代理店登録をする月を含め、さかのぼって7ヶ月以内に登録をした販売店であること。
  また、この3店の販売店はDENBAH Healthを購入していることが条件となります。

・代理店昇格前に（愛用者または販売店資格）マハロ定期宅配を同サイズ1口以上（1.5Ｌサイズ
　またはハーフサイズ）お申込みしていること。　※マハロミネラルズを除く。

あなたとあなたの紹介者がDENBA+ Healthを1台以上購入し保有している場合

あなた、またはあなたが紹介した販売店がDENBA+ Health以外の高陽社商品にて
登録している場合

・あなたが直接紹介した（直系）販売店の登録が5店以上あること。この5店の販売店はあなたが
  代理店登録をする月を含め、さかのぼって7ヶ月以内に登録をした販売店であること。

幅広い情報収集および円滑な販売活動をおこなっていただくために
LINEの「KOYO」（＠mmi8016u）にお友達登録をお願いいたします。

友だち登録はコチラ
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代理店用 代理店用

高陽社商品ラインナップ（P.44 ～ 49）からお選びいただき、代理店マハロスポット注文・DENBA 
シリーズ・SIXPAD Foot Fit Plus を除いて、1回のご注文の合計が所定の注文単位にて代理店
価格 90,000円以上となるようご注文ください。
（注文書①～③の合計金額が代理店価格 90,000円以上となるようご注文ください）

代理店マハロスポット注文（以下、マハロスポット注文）は、
マハロ定期宅配を継続中の方が、マハロを各サイズ2箱単位にて、
いつでも必要な時にご注文いただけます。
※1箱単位にて分送（指定のご住所へ発送）もできます。

DENBAシリーズ・DENBAフライヤー・DENBAフレッシュプロは、
所定の注文書にてご注文ください。

SIXPAD Foot Fit Plusは、上記注文書②の90,000円には含まれ
ませんが、単独にてご注文いただけます。

※代理店が、DENBAシリーズをご注文いただく場合は、DENBAH Healthを
　1台以上購入・保有し、マハロ定期宅配のお申込みが1口（1.5Ｌまたはハーフ 
　同サイズ 2箱）以上あり、継続していることが必要です。
　（マハロミネラルズを除く）

DENBAシリーズのご注文は、代理店もそれぞれ1台につき
「スタンダードタイプ」は540,000円、「ハイグレードタイプ」は
900,000円、「デンバフレッシュ」は118,000円にてご注文、
お振込みください。

代理店昇格後のご注文方法���� �
代理店の注文は、所定のルールがあるのね！

【商品の注文方法】

超☆海洋深層水100％マハロの定期宅配申込書（1～ 4枚目）

代理店登録申請書 販売員としての法令遵守に対する誓約書

ご注文の際は、所定の注文書にご記入の上、特約販社を通じて東京事務センターへご提出ください。
代理店初回注文の商品代金は、P.24の各指定口座へお振込みください。（ショッピングクレジットに
て、その対象となる取扱い商品をご注文の場合は、STEP4〈P.12〉をご参照ください）

　代理店がお申込みいただけるショッピングクレジット取扱い商品
　　・DENBAシリーズ　
　　・マジックマスク
　　それぞれ代理店注文価格にてお申込みください。

注文書① 注文書② 注文書③

DENBAフライヤー・
フレッシュプロ注文書

マハロスポット注文書
（1.5Ｌ、ハーフ、ミネラルズ）

商品は、代理店昇格条件の手続き完了となった日の翌営業日に、お申込み者の指定のご住所へ
㈱高陽社より宅配便にて直送いたします。

【商品の引き渡し時期及び方法】
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代理店用

������
代理店用

代理店の資格を維持するには？

代理店資格維持条件は、代理店昇格期の翌期より適用となります。
資格維持条件に満たない場合、その翌期より販売店に降格となります。

①マハロ定期宅配の実績は、あなたの代理店資格申込み分とあなたが所属代理店となっている
　「愛用者」および「販売店」のお申込み分が出荷された時点で、あなたの実績としてカウントされます。

②マハロおよび注文商品の仕入実績は、次の内容にて月単位で確定します。
　マハロは､上記①の定期宅配とマハロスポット注文（マハロ定期宅配のお申込みがある代理店が
　ご注文いただけます）が対象となります。

　マハロ定期宅配はお届け月（実際のお届けの日にちではなく実績が計上される月のことをい
　います）、マハロスポット注文はご注文とお振込みが確認でき、注文受付（引当）処理がされた月
　（成績月）が、その月の対象実績となります。

　1.5Lサイズは1箱あたり2,700円（0.3ケース）、ハーフサイズおよびマハロミネラルズは各
　1箱あたり 3,600円（0.4ケース）の代理店価格にて計算し、注文商品の仕入金額と合算した
　金額を9,000円で割り、月毎にケース換算して実績を確定します。
　（KOMO など、自身が所属代理店となっている販売店および愛用者の注文金額を、代理店価格
　に換算した分も含めて計算します）
　なお、小数点以下は、月単位で切り捨てとなります。

30ケース（1ロット）
以上実績

30ケース（1ロット）
以上実績

10ケースの
実績

仲間を増やして、楽しく進められる高陽社ビジネス♪

①代理店の資格を維持するには1期間の実績が30ケース以上あることが条件です。

②実績は、代理店自身の高陽社商品ラインナップ（P.44～49）のご注文・マハロ定期宅配（出荷分）
　が対象となります。

③自身が所属代理店となっている販売店および愛用者のDENBAシリーズ・SIXPAD Foot Fit Plus・
　マハロ定期宅配（出荷分）・KOMO注文が対象となります。

【代理店資格維持条件】

【実績について】

第1期
1月・2月・3月

高陽社では3ヶ月を1期間とし、割戻しや実績の集計期間としています。

第2期
4月・5月・6月

第3期
7月・8月・9月

第4期
10月・11月・12月

●注文書 ①～③（Ｐ.23参照）記載の商品
●超☆海洋深層水100％マハロの代理店スポット注文（定期宅配を除く）
●冷え取り君マイコンプレミアムなど

《商品のご注文等について》
商品のご注文や各種申請手続き等をされる場合は、所定の注文単位（P.44 ～49参照）および条
件にもとづいて、所定の注文書等にご記入いただき、所属特約販社にFAX等でご送付いただく
とともに、次の《振込口座》に代金をお振込みください。
下記の注文受付・確認時間内に所属特約販社を通じて、東京事務センターにご注文の書類等が
届き、代金のお振込みが確認できた分が当日の注文受付処理となります。ご注文の商品は、注文
受付処理となった日の翌営業日に㈱高陽社から出荷となります。

・ご注文受付…当日15時までのご注文書類等の到着分
・お振込み確認…当日14時までの確認分　
　※営業日の受付時間となります。

　上記お時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付・確認となります。

●DENBAシリーズ
●DENBAF FRYER（フライヤー）
●DENBA+ Fresh Pro（フレッシュプロ）
●SIXPAD Foot Fit Plus（愛用者・販売店）

例

資格維持 資格維持 資格維持未達成

十六銀行　羽島支店　普通　1397733　株式会社高陽社

大垣共立銀行　羽島支店　普通　5040　株式会社高陽社

［振込先］

販売店に降格
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代理店用 代理店用

������ DENBAビジネスについて

代理店割戻条件
DENBAH Health を1台以上購入・保有 ＋ 定期マハロ1口以上の申込を継続していること。
あなたが、上記の割戻条件を満たしていない場合、条件を満たしているあなたの上位代理店
が販売・卸利益を受けることとなり、その利益を受けた代理店の実績として計上されます。

①あなたがAさんへ販売した場合

…あなた（代理店）は割戻条件を満たしています。

270,000円の販売利益 540,000円
で購入

900,000円
で購入

・スタンダードタイプの場合

・ハイグレードタイプの場合

あなた（代理店） 愛用者
または
販売店

スタンダード
タイプ

450,000円の販売利益

あなた（代理店） 愛用者
または
販売店

ハイグレード
タイプ

参考例

1台目を

1台目を

販売 販売

販売

販売

販売

販売

★代理店と1台目を購入した愛用者または販売店Ｂさんとの間に、割戻条件を満たした
　紹介販売店Ａさんがいる場合は、その紹介販売店Ａさんへ上記販売利益をあなたから
　お支払いください。（上記②③のAさんへお支払いください）

★2台目以降は上記割戻金となります。

③AさんがBさんに販売した場合

②Ａさんが2台目以降を購入した場合

162,000円の販売利益108,000円の販売利益

270,000円の販売利益180,000円の販売利益

108,000円の販売利益

180,000円の販売利益

紹介販売店 愛用者
または
販売店

・スタンダードタイプの場合

・ハイグレードタイプの場合

あなた（代理店）

紹介販売店 愛用者
または
販売店

あなた（代理店）

162,000円
の割戻金

270,000円
の割戻金

スタンダード
タイプ

1台目を

・スタンダードタイプの場合

・ハイグレードタイプの場合

あなた（代理店） 販売店

スタンダード
タイプ

あなた（代理店） 販売店

ハイグレード
タイプ

2台目を

2台目を

ハイグレード
タイプ

1台目を

540,000円
で購入

900,000円
で購入

540,000円
で購入

900,000円
で購入

DENBAH Healthを1台以上
購入・保有している

DENBAH Healthを1台以上
購入・保有している

ハイグレードタイプ
商品価格：900,000円
（50ケース）

スタンダードタイプ
商品価格：540,000円
（30ケース）

1台目を愛用者または
販売店へ販売した場合 450,000円

【DENBAシリーズ 割戻金】

代理店としての
販売利益

割戻金270,000円割戻金

デンバフレッシュ
商品価格：198,000円
（13.1ケース）

80,000円割戻金

あなたに所属する販売店が
販売した場合 180,000円割戻金108,000円割戻金 50,000円割戻金

Aさん

Aさん Bさん

Aさん Bさん

Aさん

販売

販売

Aさん

Aさん

※あなたに所属する販売店がDENBAH Health ２台目を購入、または販売した場合に、その直上販売店が、
　DENBA割戻金の割戻条件を満たしている場合は、上記割戻金から所定の紹介料を直上販売店にもお支払
　いください。（P.28のＢさんが2台目以降を購入した場合を参照）
※販売店の割戻条件は、DENBAH Health を1台以上購入・保有していること。
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代理店用代理店用

代理店の割戻金（ボーナス）とは？

あなたの1期間の実績が次の①～③の各条件を満たした場合、
あなたが紹介したグループ代理店（直系～傍々系まで対象）の1期間の実績に対し、
対象代理店1店につき、以下の代理店育成割戻金を期毎に受けることができます。

販売利益の他に各種ボーナスがあるなんて嬉しい！！

【代理店育成割戻金】

①直系代理店育成割戻金
　　　　 自己実績　期90ケース以上　　　　　　 直系代理店実績（ケース）× 600円

②傍系代理店育成割戻金
　　　　 自己実績　期180ケース以上　　　　　  傍系代理店実績（ケース）× 300円

③傍々系代理店育成割戻金
　　　　 自己実績　期180ケース以上　　　　　  傍々系代理店実績（ケース）× 300円

ぼう

ぼう

ぼう ぼう

ぼう

条件

条件

条件

内容

内容

内容

������

★代理店と上記販売店Ｂさんとの間に、割戻条件※を満たした紹介販売店Ａさんがいる場合は、
　その紹介販売店Ａさんへ上記紹介料をあなたからお支払いください。
　※ 販売店の割戻条件は、DENBAH Health を1台以上購入・保有していること。

　　お客様（愛用者a）からご紹介いただいたお客様（愛用者b）にあなたが販売した場合、
　　あなた（代理店）への割戻金からご紹介いただいたお客様（愛用者a）へ紹介料として下記金額をお支払いください。
　　・スタンダードタイプ 1 台につき 30,000 円
　　・ハイグレードタイプ 1 台につき 50,000 円
　　（P.19を参照）

DENBAH Healthを1台以上
購入・保有している

DENBAH Healthを1台以上
購入・保有している

④Bさんが2台目以降を購入、または販売した場合

ハイグレード
タイプ

162,000円
の割戻金

98,000円の販売利益 10,000円の紹介料
紹介販売店 販売店

・スタンダードタイプの場合

あなた（代理店）

スタンダード
タイプ

20,000円の紹介料

特約販社

DENBAH Healthを1台以上
購入・保有している

DENBAH Healthを1台以上
購入・保有している

270,000円
の割戻金

160,000円の販売利益 20,000円の紹介料
紹介販売店 販売店

・ハイグレードタイプの場合

あなた（代理店）

30,000円の紹介料

特約販社

2台目を購入または

2台目を購入または

540,000円
で販売

900,000円
で販売

あなたは、Bさんに162,000円の割戻金と、
Aさんに108,000円の販売利益から10,000円の紹介料をお支払いください。
特約販社から20,000円の紹介料とあわせて、Aさんは合計30,000円の紹介料を得られます。

あなたは、Bさんに270,000円の割戻金と、
Aさんに180,000円の販売利益から20,000円の紹介料をお支払いください。
特約販社から30,000円の紹介料とあわせて、Aさんは合計50,000円の紹介料を得られます。

Aさん Bさん

Aさん Bさん

1店につき、上限300ケースまで

1店につき、上限300ケースまで

1店につき、上限300ケースまで

あなたが販売した商品の価格から代理店価格を引いた金額が小売利益となります。

Aさんがコーヨーアップ プレミアムエッセンシャルミスト８セット（67,200円）で
販売店登録した場合

19,200円の卸利益

コーヨーアップ注文コースにて
販売店価格（3割引）
67,200円分購入

コーヨーアップ注文コースにて
販売店価格（3割引）
67,200円分購入

あなた（代理店）
販売店登録

参考例

Aさんの紹介でBさんがコーヨーアップ プレミアムエッセンシャルミスト
８セット（67,200円）で販売店登録した場合

参考例

Aさん（愛用者）

販売店登録
販売店

Aさん Bさん（愛用者）

【小売利益】

販売店価格から代理店価格を引いた金額があなたの卸利益となります。
【販売店卸利益】

あなた（代理店）
14,200円の卸利益

5,000円
の紹介料 紹介

卸販売
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①自己実績が期90ケース以上で最大180,000円／店　※最大300ケース分まで

②自己実績が期180ケース以上で最大90,000円／店　※最大300ケース分まで

③自己実績が期180ケース以上で最大90,000円／店　※最大300ケース分まで ①仕入れを行った翌月の中旬（月毎）
㈱高陽社にご注文・お振込み（お支払い）いただいたDENBAシリーズ、SIXPAD Foot Fit Plus、
KOMO等の販売・卸利益。 

なお、あなたの紹介した愛用者・販売店がKOMOをご利用の場合と、DENBAシリーズご注文
以外の販売店注文は、1回のご注文につき1,200円の手数料をいただきます。
手数料は、所属代理店が受け取る販売・卸利益から差し引かれます。
（あなたのご紹介の愛用者、あなたに所属している販売店のKOMOご利用金額が、商品価格
9,000円未満の場合は、ご注文者様から送料として一律1,200円をいただきます。この場合、
あなたから手数料 1,200円はいただきません）

代理店用

あなたの1期間の実績が180ケース（6ロット）以上ある場合は、
その実績に対して1ケースあたり300円の割戻金を受けることができます。

【自己割戻金】　6ロット以上割戻金

あなたの1期間の実績が300ケース（10ロット）を超えた場合は、上記の自己割戻金の他に、
実績から300ケースを引いた実績1ケースあたり600円の割戻金を受けることができます。

第1期（1～3月）にあなたが350ケース達成した場合

【自己オーバー割戻金】　10ロット以上割戻金

◎自己割戻金
　350ケース × 300円 ＝ 105,000円

◎自己オーバー割戻金 （３５０ケースから３００ケースを差し引いた分）
　  50ケース × 600円 ＝    30,000円

あわせて 
135,000円 の
割戻金を受けられます！

参考例

+

300円1ケース ×

1ケース ×

180ケース以上

300ケースを超えた分

あなたが紹介した直系代理店が特約販社へ昇格した場合、その代理店が特約販社に昇格した期
から、特約販社育成割戻金として、あなたが所属している特約販社に支払われる直系特約販社
育成割戻金の中から、その3分の1の金額（上限30万円／期1,500ケース分まで）を受けること
ができます。
ただし、特約販社育成割戻金を受けるには、あなたの1期間の実績が同じ期に180ケース以上
達成していることが必要です。

【特約販社育成割戻金】

600円

※SIXPAD Foot Fit Plusは、KOMOではご注文いただけません。

あなた

あなた

A代理店
直系

B代理店
傍系

C代理店
傍々系

������ 割戻金（ボーナス）はいつ誰から支払われるの？

各条件を満たした代理店に、所属の特約販社を通じて、高陽社より支払われます！

【支払時期】

販売利益（DENBA・KOMOなど）

代理店育成割戻金 自己割戻金 自己オーバー割戻金

特約販社育成割戻金マハロ定期宅配割戻金

代理店用

〈SIXPAD Foot Fit Plus の販売・卸利益〉
　あなたの紹介した愛用者が購入した場合･･･18,000 円／台
　あなたの紹介した販売店が購入した場合･･･10,000 円／台

◆一般のお客様…販売価格と代理店価格との差益
◆販売店…販売店価格と代理店価格との差益

〈冷え取り君マイコンプレミアムの販売・卸利益〉

商品価格：42,000円　　販売店価格：29,400円　
代理店価格：24,000円 

代理店価格50％引きではございません。
なお、販促品扱いとなりますので、実績計上はされません。

②その期間（1期間）終了の翌月中旬（期毎）

代理店価格50％引きではございません。
45,800円（約5ケース）が実績対象となります。

3130



②Aさんが、あなたより先に代理店に昇格した日から１年経過後にあなたが代理店に昇格した場
　合は、Aさんは、あなたの上位の代理店の直系代理店（あなたと同列）となり、Aさんの実績分
　の代理店育成割戻金を受けることはできなくなります。

上位
代理店

あなた
（販売店）

上位
代理店

あなた
（販売店）

Aさん
（代理店）

Aさん
（販売店）

代理店育成の組織について

1日も早く代理店になることが絶対オススメ！！

①あなたの紹介した直系の育成販売店（Aさん）が、あなたより先に代理店に昇格した場合、
　あなたがAさんの上位の代理店になるには、Aさんが先に代理店に昇格した日から１年以内に、
　あなたが代理店に昇格することが必要です。

代理店として
販売店のA～Dさんの
商品販売差益分が

あなたの利益になります♪

Aさんに関わるボーナスは
あなたに入りません。

Aさんのボーナスは
あなたに入りません。

Aさんのボーナスは
あなたに入りません。

ボーナスは
あなたに入るように
なります♪

上位
代理店

上位
代理店

Aさん
（販売店）

Ｂさん
（販売店）

Ｃさん
（販売店）

Ｄさん
（販売店）

Aさんが
あなたより先に
代理店へ昇格
した場合

Aさんが
あなたより先に
代理店へ昇格
した場合

Aさんの代理店昇格
から1年以内に
あなたも代理店へ
昇格した場合

Aさんの代理店昇格
から1年経過後に
あなたも代理店へ
昇格した場合

あなた
（販売店）

Aさん
（販売店）

上位
代理店

あなた
（販売店）

Aさん
（代理店）

上位
代理店

あなた
（代理店）

Aさん
（代理店）

あなた
（代理店）

③代理店を降格した後に再び代理店昇格（新たに代理店の昇格条件を満たすことが必要）をした
　場合、Aさんの上位代理店に戻ることはできません。
　降格前にあなたが育成した代理店（Aさん）は、あなたの上位代理店の直系代理店となります。

あなたが
代理店を降格

あなたが
代理店に再昇格

上位
代理店

あなた
（販売店）

上位
代理店

あなた
（代理店）

Aさん
（代理店）

Aさん
（代理店）

代理店用代理店用

※所定の条件を満たした場合

������

あなた
（代理店）

上位
代理店

Aさん
（代理店）

あなた
（代理店）

上位
代理店

Aさん
（代理店）
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マハロ定期宅配の割戻金は、出荷と振替（代金の支払い）がされたものが対象となり、
特約販社より1期間毎に集計された分がその期間の終了後、翌月中旬に支払われます。
但し、次の場合、割戻金は支払われません。
　・割戻時にあなたがマハロ定期宅配の契約を1口以上継続していない場合。
　・あなたが紹介された方がマハロ定期宅配の契約を取り消した場合。

代理店用代理店用

「超☆海洋深層水100%マハロ」定期宅配について

紹介すればするほど、大きなビジネスに♪

「超☆海洋深層水100％マハロ」1本あたり、1.5Lサイズは630円、ハーフサイズ（710mL）・
マハロミネラルズ（500mL）は420円となりますが、お得な定期宅配をお申込みいただきま
すと、定期宅配価格にてお申込数量を毎月1回お届けいたします。
定期宅配価格は、申込資格により下記のとおりとなります。
※全て税込、送料込の価格となります。

代理店は、1.5Ｌサイズまたはハーフサイズのいずれか同サイズ2箱（1口）以上のお申込みと
なります。違うサイズを追加または変更される場合、同サイズ2箱以上のお申込みが必要とな
ります。すでにお申込みのあるサイズを追加する場合は1箱単位にて追加可能です。

代理店がマハロミネラルズ（500ｍL）をお申込みの場合は、1.5Lサイズまたはハーフサイズ
のいずれかを1口（同サイズ2箱）以上お申込みいただいていることが必要です。
（ミネラルズは1箱からお申込みいただけ、更新月に関わらず増減が可能です） 

※代理店自身のお申込み分（代理店資格分）は、「販売店」価格にて口座より振替となりますが、同サイズ
　1口（2箱）以上のマハロ定期宅配が継続され振替が正常に行われていることにより、3ヶ月毎（1期毎）に
　割戻金として所属特約販社より支払われます。（P.35マハロ定期宅配割戻金をご参照ください）
　なお、自身のマハロ定期宅配を中途解約された場合、あなたがご紹介いただいた分を含め、マハロ定期宅
　配に関わる割戻金は支払われません。
　（支払時期はP.17参照）

【マハロ定期宅配価格一覧】

1.5Lサイズ（1箱12本入）
ハーフサイズ 710mL （1箱24本入）
ミネラルズ   500mL （1箱24本入）

愛用者価格

販売店価格

12,960円 6,480円 16,560円 8,280円

11,000円 5,500円 13,520円 6,760円

（税・送料込）
1口（2箱）　 1箱につき　 1口（2箱）　 1箱につき　

1.5Lサイズ

販売店への割戻金 代理店への割戻金 販売店への割戻金 代理店への割戻金
数量

1箱

1口

1口

ハーフ・ミネラルズ

愛用者

販売店
代理店

2,050円 2,950円

780円1,270円 1,140円1,810円

4,100円 5,900円

1,560円2,540円 2,280円3,620円

2,160円 2,880円

【マハロ定期宅配割戻金】

申込資格

①

ご紹介愛用者のお申込みについて、1.5Lサイズの場合、1箱2,050円の割戻金を受けることができ
ます。間に販売店がいる場合（販売店からのご紹介）は1箱780円の割戻金となります。
代理店資格のお申込みは、販売店価格で振替となり、1.5Lの場合1口2,160円の割戻金を受け
ることができます。

②

代理店は、期間満了前（更新時以外）の中途解約（キャンセル）および箱数の減数はできません。
（ミネラルズは変更可能です）
※申込時の資格が「愛用者」または「販売店」の分についても現在「代理店」の方は、
　その「愛用者」「販売店」資格申込み分を含め中途解約は不可となります。

③

������

（2021年7月現在）

（2021年7月現在）

※愛用者は1箱からお申込みいただけます。
※代理店もお引落し金額は販売店価格となります。
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例

代理店用

万一、商品に不都合があった場合、商品が到着しない場合、ご不明な点などは
所属特約販社を通じてお問合せください。

定期宅配は特にお申し出のない限り、自動的に継続して毎月お届けとなります。

確認・連絡事項などは、所属特約販社を通じてのご連絡となります。

お申込み方法や商品出荷などについては、STEP5（P.14 ～16）をご参照ください。

ご住所（お届け先）、口数（箱数）、その他の変更や、やむを
得ない事由により愛用者・販売店のキャンセルなどが生じ
た場合は、速やかに所属特約販社を通じて東京事務セン
ターへ書面（右記、マハロ定期宅配申込み内容変更届）を
ご提出ください。

なお、変更・キャンセルを希望する月の前月10日までに
変更届が東京事務センターに到着していることが必要とな
ります。これ以降に変更届が到着した場合は、ご希望の月の
翌月より変更となる場合がございますのでご注意ください。

9月のお届け分を変更されたい場合
8月10日までに東京事務センターに到着するよう
変更届をFAXにてご提出ください。

④

⑤

⑥

⑦

⑧

販売活動に関する行動規準・注意事項
《登録資格について》
販売店および代理店登録（以下、メンバー登録）申請者は、以下の条件を満たしていることが必要です。
　・20歳以上（学生を除く）であること。
　・申請者ご本人が、以前にお客様および他メンバーに対して著しい迷惑行為、および法令に違反するなどして、
     ㈱高陽社からの通達により、抹消処分となっていないこと。
　・登録が重複していないこと。また、同じ世帯にお住まいの配偶者又は同居人も同一とみなします。
 　 （同一グループの場合、生計が別であればこの限りではない）
　・商品配送可能な住所が日本国内にあること。

登録申請にあたっては、個人名での登録となります。（法人名、屋号のみでの登録はできません）
また以下に定める者は登録ができません。
　① 反社会的勢力関係者
　② 国家公務員、地方公務員
　③ 住所不定の者

《販売活動について》（義務・禁止行為等）
(1)  商品販売（お客様への登録申込み等に関する勧誘を含む 以下同様）にあたっては、十分な説明を行い、
　　お客様の理解のもとに販売（勧誘含む 以下同様）すること。

(2)  商品説明等は、㈱高陽社制作のチラシ、パンフレット等で適切な説明を行うこと。

(3)  独自の宣伝広告（チラシ、資料等の作成を含む）を行う場合は、事前に所属代理店、特約販社を通じて㈱高
　　 陽社の承認を必ず得ること。

(4)  商品販売を行うにあたっては、薬機法等の法令に抵触するような表現をはじめ、故意に不適正な表現、事実
　   でないこと（不実）、誇大な表現を用いてはならない。（医療行為として誤解されないように十分注意すること）

(5)  商品販売を行うにあたっては、それに先だって、会社の名称、氏名、商品の種類等を明示するとともに、
　　商品の販売や勧誘が目的であることを必ず告げなければならない。また、相手方に勧誘を受ける意思が
　　あることを確認するよう努めなければならない。なお、販売・勧誘目的を隠して公衆の出入りしない場所
　　に誘い込んだ上での勧誘は行ってはならない。契約を締結しない旨の意思を表示した者に対して、その後
　　引き続きの勧誘と再び勧誘を行ってはならない。
　　訪問販売において、通常必要とされる量を著しく超える商品等を販売してはならない。（お客様にその契
　　約を結ぶ特別の事情があった場合を除き､1年間は契約の解除が可能）

(6)  ㈱高陽社の商品販売活動以外において、㈱高陽社の商標、商号または㈱高陽社の表示と誤認、混同させる
　　ような表示を使用することはできない。

(7)  訪問販売を行う際は、必ず所定の書面（契約書、領収書、納品書など）をお客様に渡さなければならない。

(8)  商品購入を条件とするメンバー登録または昇格させる場合、その勧誘にあたって勧誘する方は、「販売員
　　としての法令遵守に対する誓約書（2017.10）」を㈱高陽社に提出していることが必要である。また、登
　　録または昇格する方には、「KOYOビジネスガイドブック（概要書面）」最新版を必ず渡し、重要事項を含
　　む、商品内容、登録条件、ビジネスシステム、契約の解除（クーリング・オフ）等、全体の内容について説明
　　し、正しく理解した上で、申請手続きを行わなければならない。
　　「登録申請書」、「商品注文書」および「誓約書」等の必要書類は必ず申込者本人に自筆で記入・捺印してい
　　ただき、本人用控を申込者本人に必ず渡し、その他の書類を所属代理店または特約販社に提出の上、手続
　　きを行うものとする。

　④ 破産者、成年被後見人、被保佐人 
　⑤ 懲役または禁固の刑に処せられた者
　⑥ その他、販売店または代理店として適格ではないと当社が判断した場合
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(9)  商品販売および申込みの撤回や解除の際に、威迫して困惑させたり、個人の判断に影響を及ぼすことと
　　なる次のような事項について、不実（虚偽）の説明を行ったり、故意に事実を告げない行為を行っては
　　らない。
　　　① 商品の種類、性能、商標または製造者名、販売数量、必要数量等
　　　② 商品の価格（登録の場合は商品購入等の特定負担に関する事項）
　　　③ 商品代金の支払時期および方法
　　　④ 商品の引渡時期
　　　⑤ 登録の場合、特定利益に関する事項（例：誰でも確実に儲かる等の表現）
　　　⑥ 当該売買契約の撤回または解除に関する事項（クーリング･オフを含む）
　　　⑦ 顧客が売買契約の締結を必要とする事情に関する事項
　　　⑧ その他、取引の相手方の判断に影響を及ぼす重要なもの
　　なお、上記内容の不足などによりお客様が誤認して契約した場合、お客様は契約の意思表示を取り消すこ
　　とができる。

(10) クーリング・オフにともなう商品の返品は、法律および書面で定められた期間内（訪問販売は8日間、商
　　 品購入をともなうメンバー登録・昇格に関しては20日間）および書面不交付、商品未着の事実があれば、
　　 申し出に対し責任をもって受け付け、所属代理店または特約販社に報告すること。
 　　クーリング・オフの申し出があった場合、その申出者に対し商品の引き取りおよび代金の清算は、購入
　　 もしくは登録または昇格時に、所属代理店であった者が責任をもって行うものとする。なお、登録または
　　 昇格に関する商品（既に再販売されたものは除く）の使用・未使用にかかわらず、申出者が支払った金額
　　 を全額返還しなければならない。また、商品の引き取りに要する費用、損害賠償、違約金等を申出者に対
　　 して請求することはできない。

(11) クーリング・オフの申し出があった際に、嘘（クーリング・オフが可能であるにも関わらずできないと 
　　 言って拒否する等）を言うなどして、クーリング・オフの妨害を行った場合、あらためて申出者に対し
　　 クーリング・オフの妨害を解消する書面を交付した上で、その内容について説明を行った日から、訪問
　　 販売は8日間、商品購入をともなうメンバー登録･昇格に関しては20日間を経過するまで、クーリング・
　　 オフができることとなっている。

(12) 商品を販売したお客様には、あなた（販売者）の連絡先がわかるようにしておくこと。

(13) 商品を販売した際、お客様の意向を確認せずに、販売する商品を開けたり使用してはならない。（この場合、
　　 お客様が商品を消費したことにはならない）

(14) ㈱高陽社が供給する商品に異物を混入したり、改造あるいは包装に変更（別容器に移すような場合も含む）
　　 を加えるなどして販売してはならない。

(15) 通信販売、カタログ販売、インターネットによる紹介・販売や、商品説明のともなわない店頭販売等は行
　　 わないこと。（但し、商品紹介を含み、特に認められた場合を除く）
　　 迷惑行為とみなされた販売方法等に、あなた、または あなたの所属となっているメンバーの仕入れた商品
　　 が流通していた場合は、迅速に調査し、その販売行為および、先方との取引を停止し、解決にあたるもの
　　 とする。また、一定の期間を経てもその状況が改善されない場合は、その販売に加担したものとして、指
　　 導・処分の対象となる。

(16) 販売店が仕入れた商品は、その販売店が紹介した愛用者（以下、愛用者）およびお客様のみに販売できる
　　 ものとし、それ以外の取引や勧誘は行ってはならない。また、代理店が仕入れた商品を販売できるのは、
　　 その代理店の所属となっている販売店および愛用者、お客様のみに販売できるものとし、それ以外の
　　 取引や勧誘は行ってはならない。

(17) 商品販売にあたっては、現金取引を原則とし、代金後払い販売は避けること。（クレジットカード決済の
　　 場合を除く）

(18) あなた、またはあなたが代理店の場合はあなたの所属となっている販売店が、商品販売に関して、顧客
　　 との間にトラブルが発生した場合、速やかに解決にあたると同時に、所属代理店または所属特約販社を
　　 通じて㈱高陽社に報告しなければならない。

(19) あなたの所属となっている販売店、愛用者、お客様からの各種問合せや、修理・不具合等に関する申し出
　　 があった場合、すべての内容や状況等を確認した上、必要に応じて所属代理店または所属特約販社を通じ 
　　 て㈱高陽社に連絡すること。

(20) 代理店は、商品の注文、未着、その他 ㈱高陽社への問合せ等は、必ず所属の特約販社を通じて行うもの
　　 とする。（販売店は、所属代理店へ問合せることとなっている）

(21) 代理店への割戻金は、その代理店の所属となっている販売店への割戻金等を含めて、所属特約販社より
　　 各代理店に支払われます。代理店は、自身の所属となっている販売店への割戻金等が発生した場合は、
　　 迅速かつ確実に分配（支払）をすること。

(22) 商品乱売、組織乱用等により、㈱高陽社および㈱高陽社の特約販社、代理店、販売店等に対する迷惑行為、
　　 批判、誹謗中傷等で、㈱高陽社および他メンバーへの信用を失墜させた場合、また本書面の内容に違反し
　　 た場合には、処分を含めて㈱高陽社の指示・指導に従うものとし、改善が見られない場合は、販売店また
　　 は代理店資格を喪失することもある。

(23) あなたがご紹介いただいた方の個人情報（氏名、住所、電話番号など特定の個人を識別できる情報）に
　　 関しては、「個人情報保護に関する法律（個人情報保護法）」にもとづいて㈱高陽社が公式ホームページ 
　　（https://www.koyo-sha.jp）等に提示する「個人情報保護方針」に従って、責任をもって管理し、各個人の
　　 同意なしに第三者に提供するなどしてはならない。 

(24) 販売店、代理店は独立した事業体であり、自ら会計業務を行い、正しい税務申告を行わなければならない。

(25) 販売店登録後に、その資格のまま、紹介者や所属代理店等を変更することはできない。同様に、代理店も
　　 その資格や組織のまま、所属特約販社を変更することはできない。但し、登録者本人の都合によらず、紹
　　 介者や所属代理店・特約販社の特別な事情等により、やむを得ない場合はこの限りではない。

(26) 代理店は、㈱高陽社または所属特約販社が主催するセミナーおよびミーティング、その他の行事等に積
　　 極的に参加し、常に新しい情報に接するとともに、あなたの所属となっているメンバーに対して必要な
　　 情報伝達を行わなければならない。

(27) あなたの所属となっているメンバーと適度なコミュニケーション等により、円滑な人間関係の維持に努
　　 めなければならない。

(28) 他グループの所属メンバーと関わる場合には、必ずあなたや相手方の所属特約販社双方が了解した上で
　　 行うこと。（他グループ所属のメンバーから援助等の依頼があったとしても双方の所属特約販社の了解
　　 なしには援助等を行ってはならない）

(29) あなたの所属となっているメンバーから退会（登録抹消）の申し出があった場合は、その旨を所属代理店
　　 または所属特約販社に連絡し、㈱高陽社に届け出なければならない。

(30) あなたが販売店または代理店資格を喪失した場合、当該喪失の日を含む期の割戻金は、発生しないもの
　　 とする。なお、資格を喪失した販売店または代理店が、本規定の内容に違反していた場合には、当該期に
　　 おいて既に支払われた割戻金を速やかに㈱高陽社に返還しなければならない。
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《個人情報の取扱いに関して》
高陽社ビジネスにおいて、個人情報を取扱う場合には、「個人情報の保護に関する法律」など関連する法規類、
および「ダイレクトセリング業界の個人情報保護ガイドライン」など関連する各種の指針を遵守し、かつ自主的
ルール及び体制を確立し、これを実行いたします。
お客様の個人情報（氏名、住所、電話番号など特定の個人を識別できる情報）は、当社商品の訪問販売事業および
その他当社の事業において、次の目的に利用いたします。

(1)  お取引いただきましたお客様との「商品の発送等契約の履行」「契約後の管理」「関連するアフターサービ
　　 スの実施」のため。

(2)  商品開発・研修に参考となるお客様のご意見・ご要望等のデータ取得のため。

(3)  お客様から申し出のあったご相談等を受付処理した内容を記録･整理するため。

(4)  お取引いただきました商品・サービスの他に、お客様にとって有用と思われる取扱商品・サービス等のご
　　 紹介および当社と提携関係にある事業者への情報提供のため。

(5)  お客様が当社メンバーとして登録される際に提供される個人情報は、その所属されるグループ内（紹介者
　　 含む）に第三者提供することで、グループ内のビジネス活動を円滑化させるため。

(6)  お客様が当社商品の購入申込される際に提供される個人情報は、その所属されるグループ内（紹介者含む） 
　　 に第三者提供することで、その購入申込に関する各種処理を円滑化させるため。

当社が、お客様の個人情報を第三者提供する場合の手段は、電子メールに添付もしくはプリントアウトして書面
として手渡し、または郵送となります。

また、お客様は、個人データの第三者提供の停止を求めることができます。手続き方法は、所属の特約販社へ
お申し出ください。

なお、上記事項を含め、当社における個人情報のお取扱いに関する具体的な内容については、当社公式ホーム
ページ（https：//www.koyo-sha.jp）をご覧ください。

《退会（登録抹消）について》
(1)  特定商取引法第37条第2項の書面（契約書面）を受領した日、または登録条件となっている商品の最初の
　　 引渡しを受けた日のいずれか遅い方から起算して20日を経過した後（クーリング・オフ期間後）においては、
　　 販売店または代理店（以下、メンバー）は将来に向かってメンバー登録（以下、登録）に伴う契約の解除を
　　 行うことができます。

(2)  (1)に記載した事項により登録に伴う契約が解除されたときは、㈱高陽社は、メンバー登録者（当該登録に
　　 伴う契約を締結した日から1年を経過していない者に限る。以下この号において同じ）に対し、契約の締
　　 結及び履行のために通常要する費用の額および次に揚げる額を合算した額にこれに対する法定利率によ
　　 る遅延損害金の額を加算した金額を越える額の金銭の支払を請求することはいたしません。

　　 ①当該登録に伴う契約に基づき引渡しがされた当該商品（法第40条の2第2項の規定により当該商品に
　　 　係わる商品の販売に係る契約「当該登録に伴う契約のうち当該登録の取引に伴う特定負担に係る商品
　　 　の販売に係る部分を含む。以下この号において『商品販売契約』という」が解除されたものを除く）の販
　　 　売価格に相当する額。

　　②提供された特定利益とその他の金品（法第40条の2第2項の規定により解除された当該商品販売契約
　　 　に係る商品に限る）に相当する額。

(3)  (1)に記載した事項により登録に伴う契約が解除された場合において、その解除がされる前に、所属の特
　　 約販社または代理店が当該登録者に対し、すでに連鎖販売業に係る商品の販売等を行っているときは、次に
　　挙げる場合を除き、当該登録者は商品販売契約の解除を行うことができます。

　　 ①当該商品の引渡し（当該商品が施設を利用し、または役務の提供を受ける権利である場合にあっては、そ
　　 　の移転。以下この号において同じ）を受けた日から起算して1年を経過したとき。

　　 ②当該商品を再販売したとき。

　　 ③当該商品を使用し、またはその全部もしくは一部を消費したとき（当該登録に係る商品の販売を行った
　　 　者が当該登録者に当該商品を使用させ、またはその全部もしくは一部を消費させた場合は除く）。

　　 ④政令第10条の2で定めるとき。（登録者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失
　　 　し、又は毀損したとき）

(4)  (3)に記載した事由により商品販売契約が解除されたときは、登録に係る商品の販売を行った者 は、登録
　　 者に対し、次の①に該当する場合にあってはその定める額、または次の②に該当する場合にあってはその
　　 定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求
　　 することはいたしません。

　　 ①当該商品が返還された場合または当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合
　　 　　当該商品の販売価格の10分の1に相当する額

　　 ②当該商品が返還されない場合　
　　 　　当該商品の販売価格に相当する額

(5)  (3)に記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、㈱高陽社（当該商品に係る一連の連鎖販売
　　 業の統括者）は、連帯して、その解除によって生ずる当該商品の販売を行った者の責務の弁済の責めを負
　　 います。
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(1)承認を要する医薬品等（医薬部外品）の効能効果又は性能（以下「効能効果」という）について
　  の表現は、承認を受けた効能効果等の範囲を超えないものとする。
　  また、承認を受けた効能効果等の一部のみを特に強調し、特定疾病に専門に用いられる医薬
　  品又は医療機器以外の医薬品または医療機器について、特定疾病に専門に用いられるもので
　  あるかの如き誤認を与える表現はしないものとする。

(2)承認を要しない医薬品等（化粧品）の効能効果等の表現は、医学薬学上認められている範囲
　  を超えないものとする。

(3)「いわゆる健康食品」については、あくまで食生活における補助的なものとされ、通常の食事で
　  不足する栄養を効率的に摂取するもので、病気や体の不調を治すものではないことを意識する
　  必要があります。すすめるにあたっては、上記（2）の内容に留意することになりますが、基本的に
　  効能又は効果について表現することはできません。特に次の3点について十分配慮してください。

　  ① 身体の構造機能に影響がないこと
　  　〈不可の例〉 
　　　〇〇〇を良くする、〇〇〇に効く、〇〇〇を治す、免疫効果を向上させる、〇〇〇を活性化する

　  ② 身体の特定部位を標謗しないこと

　  ③ 健康を害している状態をイメージさせないこと
　  　〈不可の例〉 
　　　タバコの吸い過ぎの方に……etc.

　  ④ 化粧品の効能の範囲（56個）で説明すること
　  　〈使用可能な表現例〉 
　　　肌をひきしめる、皮膚にうるおいを与える、肌にはりを与える、肌にツヤを与える……etc.

厳守

医薬品等の説明および広告に関する留意点について

《抗弁権の接続に関して》
　ショッピングクレジットにて契約した商品が引き渡されない、または契約に際し不実告知を受けた等により
　誤認して契約を締結した場合、もしくは中途解約に伴って商品購入契約の解除を行った場合、信販会社から
　の支払請求を拒むことができます。

販売員として活動を行うにあたっては、正しい商品知識、販売ルール・マナーの修得、なら
びにメンバーへの正しい情報伝達をはかるため、各種会議・各種セミナー等に積極的に参
加することが必要です。

本規定の内容については、㈱高陽社が主催する全国リーダー営業会議の議決や、㈱高陽社
からの特約販社宛の通達文書等により変更される場合があり、内容は所属特約販社、所属
代理店を通じて伝達されます。

注意！ 

以下の内容について留意してください。

※詳しくは、お客様相談室にお問合せください。
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海
洋
深
層
水

1本
（1.5L）

1本
（710mL）

1本
（500mL）

630円 2箱
（24本）

9,000円
（送料込）

420円 2箱
（48本）

10,800円
（送料込）

420円 2箱
（48本）

10,800円
（送料込）

販売店の
スポット注文は
P.10を参照

1箱
（300mL×6本） 9,000円 1箱 6,300円 4箱 18,000円

除
菌

高陽社商品ラインナップ
こちらのラインナップでは、一部KOMOでは取扱いしていない商品もございます。

詳しくは担当販売員までお問い合わせください。なお、表示価格はすべて税込価格です。
取扱商品および価格は2021年7月現在のものです。

販売店・愛用者は、高陽社通販カタログKOMO（コモ）をご利用できます。

1缶
（2.1ｋｇ） 3,000円

商品価格
数量 単価 注文単位 金額 注文単位 金額商 品 名

販売店価格 代理店価格

1セット
（3缶） 6,300円 1ケース

（6缶） 9,000円

1箱
（50ｇ×18袋） 1,500円 1ケース

（12箱） 12,600円 1ケース
（12箱） 9,000円

1ケース
（50ｇ×252袋）18,000円

1ケース
（252袋） 12,600円

1ケース
（252袋） 9,000円

1本
（460ｍｇ×90粒） 9,000円 1本 6,300円 1ケース

（2本） 9,000円

1袋
（1.5ｇ×１８粒） 1袋

1箱
（10粒×25袋×4）

9,000円 6,300円 1ケース
（2袋） 9,000円

1本
（80mｇ×１５０カプセル） 1本72,000円 50,400円 36,000円

1本
（50mｇ×9０カプセル） 1本

1本

1本54,000円 37,800円 27,000円

90,000円 5ケース
（1箱）

5ケース
（1箱）63,000円 45,000円

入
　
浴
　
剤

1箱
（120カプセル×3本）90,000円

商品価格
数量 単価 注文単位 金額 注文単位 金額商 品 名

販売店価格 代理店価格

5ケース
（1箱） 63,000円 5ケース

（1箱） 45,000円

1箱
（30ｇ×2袋） 18,000円 1箱 12,600円 3ケース

（3箱） 27,000円

1箱
（100ｍL×6本）18,000円 1箱 12,600円 5ケース

（5箱） 45,000円

1箱
（240ｍL×3本）18,000円 1箱 12,600円 5ケース

（5箱） 45,000円

1箱
（2.5ｇ×30包） 1箱

1箱
（2.0ｇ×30包）

1本
（300ｍL）

9,000円 6,300円 2箱

1ケース
（10個）

9,000円

9,000円 1箱

1箱

2箱6,300円 9,000円

18,000円 1ケース
（1本） 12,600円 1ケース

（1本） 9,000円

表の右側に★の付いた商品はKOMOではお取り扱いしていない商品です。

注1）

商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。 Ｐ.49をご参照ください。

1本
（160ｇ）

1箱
（5ｇ×60包）

1箱
（4粒×60包）

1箱
（4粒×10包）

1個
（480ｇ）

3,600円 1本 2,520円 1ケース
（5本） 9,000円

18,000円 12,600円 3箱 27,000円

6,000円 1箱 4,200円 1箱 3,000円

1,500円 1箱 1,050円 4箱 3,000円

1,800円 1個 1,260円 9,000円

栄

養

補

助

食

品

・

食

品

1本
（90ｇ） 3,600円 1本 1本2,520円 1,800円

ハ
ミ
ガ
キ

1本
（100ｇ） 6,000円 1箱

（3本）
1箱
（3本）12,600円 9,000円

1缶
（2ｋｇ） 3,600円 1箱

（3缶） 7,560円 2箱
（6缶） 10,800円

1箱
（50ｇ×15袋） 1,800円 1カートン

（12箱） 15,120円 1カートン
（12箱） 10,800円

1カートン
（50ｇ×216袋）21,600円

1カートン
（216袋） 15,120円

1カートン
（216袋） 10,800円

1個
（1,000ｇ） 3,600円 1ケース

（5個） 12,600円 1ケース
（5個） 9,000円

1個
（30ｇ×32袋）

1ケース
（5個）3,600円 12,600円 1ケース

（5個） 9,000円

洗
　
剤

注1）

超☆海洋深層水100％
マハロ （スポット注文） 

ハーフ
（スポット注文） 

ミネラルズ
 （スポット注文） 

Aiウォーター

和楽寿
（ハナビラタケ）

和楽樹
（お茶）

KOYO珪素
（100ｍL）

KOYO珪素
（240ｍL）

KOYO E-yo Ok 55
（コーヨー エーヨウ オッケー ゴーゴー）

Yaskey
（ヤスキー）

マハロオーツー

ココダイヤ

New
ハッピーラック

極黒酸塊
（きわみくろすぐり）

（大）
極黒酸塊

（きわみくろすぐり）
（小）

食用
ココナッツオイル

薬用入浴剤
パインハイセンス

パインハイセンス分包
（化粧箱）

パインハイセンス小袋
（白箱）

リメインヤング

リメインヤング
ツイスト

KOYO NMN
プラチナム12000

KOYO ALA

リメインヤング分包

コーヨーマスティ
デンタルハミガキ

エージーヴィーナス
銀イオン配合歯磨き

プレミアムハイセンス
（浴用化粧品）

プレミアムハイセンス分包
（化粧箱）

プレミアムハイセンス小袋
（白箱）

ママこれいいね
（1ｋｇタイプ）

ママこれいいね
（ワンパックタイプ）
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業務用
となります。
代理店に
ご注文
ください。

商品価格
数量 単価 注文単位 金額 注文単位 金額商 品 名

販売店価格 代理店価格

17,500円

★1台 33,000円 1台 30,000円 1台 23,000円

1台 30,000円 1台 21,000円 1台 15,000円

1台 30,000円 1台 21,000円 1台 15,000円

1台 35,000円 1台 24,500円 1台

1台 270,000円 1台 189,000円 1台 135,000円

1台 90,000円 1台 63,000円 1台 45,000円

1台 38,880円 1台 26,460円 1台 18,900円

商品価格
数量 単価 注文単位 金額 注文単位 金額商 品 名

販売店価格 代理店価格

化
　
　
　
粧
　
　
　
品

1セット1セット

※イメージ

1本
（200ｇ）

44,600円 31,220円 1セット 22,300円

6,000円 1本 4,200円 1本 3,000円

1セット
（１２０mL×2本）12,000円 8,400円 6,000円

1本
（30mL） 45,000円 1本 31,500円 1本 22,500円

1本
（130ｍL） 8,000円 1本 5,600円 1本 4,000円

ラ
　
ン
　
タ
　
ニ
　
ア
　
シ
　
リ
　
ー
　
ズ

1本
（50ｍL） 9,000円 1本 6,300円 1本 4,500円

1本
（45ｇ） 1本

1本
（60ｍL）

1本
（120ｍL）

1本
（30ｍL）

1本
（300ｍL）

9,000円 6,300円 1本 4,500円

9,000円 1本 1本6,300円 4,500円

3,600円 1本 2,520円 1本 1,800円

6,000円 1本 4,200円 1本 3,000円

6,000円 1本 4,200円 1本 3,000円

※2　ランタニア基礎セットの内訳／マハロ クレンジング、マハロ ローション、マハロ セラム、マハロ P-7、マハロ クリーム、
　　  UVクリーム（各1本）

※1　SIXPAD Foot Fit Plusについて、詳しくはＰ.11、31をご参照ください。

栄

養

補

助

食

品

・

食

品

1台

1台

1台

540,000円 1台 378,000円

900,000円 1台 630,000円

198,000円 1台 168,000円

1台 480,000円 1台

1台

1台 240,000円

1台

1台

385,000円 1台 192,500円

63,800円 1台 63,800円 1台 45,800円

1個
（2枚入） 2,860円 1個 2,500円 5個 11,000円

機
　
　
　
器
　
　
　
類

★

★

★

★

★

商品価格にてご注文いただき、
割戻条件を満たしていることに
より、後日所定の割戻金を受ける
ことができます。
※詳しくはP.18、19、26～ 28を
　ご参照ください。

1箱
（74ｇ×5本）

1箱
（5本）9,000円 6,300円 1箱

（5本） 4,500円

機
　
　
　
器
　
　
　
類

1本
（200ｍｇ×180粒）

1箱
（2ｇ×３０包）

1本
（300ｍｇ×210粒）

1本
（300ｍｇ×280粒）

1箱
（10ｇ×６０包）

1箱
（50ｍL×30包）

9,000円 1本 6,300円 1ケース
（2本） 9,000円

9,000円 1箱 6,300円 1ケース
（2箱） 9,000円

9,000円 1本 6,300円 1ケース
（2本） 9,000円

9,000円 1本 6,300円 1ケース
（2本） 9,000円

36,000円 2ケース
（1箱） 25,200円 2ケース

（1箱） 18,000円

90,000円 5ケース
（1箱）

63,000円 5ケース
（1箱）

45,000円

1箱
（80ｇ×６袋） 9,000円 1箱 6,300円 1ケース

（2箱） 9,000円

1本
（312mg×１２０粒） 9,000円 1本 6,300円 2本 9,000円

1セット
（2本）

1セット
（2本）

リファグレイスヘッドスパ

リファファインバブルS
（シャワーヘッド）

リファカラットレイ

リファフォーカラットレイ

マジックマスク

メディカルゴッドスパ

ULMO （ウルモ）

DENBAH Health
（スタンダードタイプ）

DENBAH Health
（ハイグレードタイプ）

DENBA+ Fresh
（デンバフレッシュ）

DENBA+ Fresh Pro
（デンバフレッシュ プロ）

DENBAF FRYER
（デンバフライヤー）

SIXPAD
Foot Fit Plus※1

SIXPAD
高電導エレクトロードパッド

ランタニア
基礎セット※2

マハロ クレンジング

コーヨーアップ
プレミアムエッセンシャル

ミスト

ロアゾブルー
エッセンスセラム

マハロ ローション

マハロ セラム

マハロ クリーム

マハロ P-7

UVクリーム

マハロ フェイスミスト

マハロ ボディジェル

マハロヘルスサーバー用
炭酸ガスカートリッジ

高陽プラス

サンバイタル

ノーカツ

アイデアルC

コンシウムH

アクアQ10＋マカ

長生ドラジエキス
ロイヤルプレミアム

マハロシーグルト
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注1）【和楽寿(ハナビラタケ)のご注文について】

商品価格
数量 単価 注文単位 金額 注文単位 金額商 品 名

販売店価格 代理店価格

ラ
ン
タ
ニ
ア
シ
リ
ー
ズ

1本
（150ｍL）

1本
（350ｍL）

1本
（350ｇ）

1箱
（75ｇ×2本） 6,000円 1箱 4,200円 1箱 3,000円

9,000円 1本 6,300円 1本 4,500円

3,600円 1本 2,520円 1本 1,800円

6,000円 1本 4,200円 1本 3,000円

化
　
　
　
粧
　
　
　
品

化
　
粧
　
品

※3　数量限定商品となります。

和楽寿(ハナビラタケ)を、販売·紹介するには「『和楽寿』販売ライセンス」の取得が必要です。
ライセンスを取得するには、下記1）, 2）が条件となります。

　1）岐阜羽島にて開催の冷え取り健康美容セミナーもしくは指定のセミナーに参加し、商品説明･コン
　　 プライアンスの勉強会を受講すること。
　　 セミナーに参加できない場合は、特約販社を通じて販売促進センター 058-398-5040へお電話
　　 にてお問合せください。

　2）「販売員としての法令遵守に対する誓約書（2017.10）」（未提出の場合）を提出すること。

＜販売店ご注文方法＞
　　● 「『和楽寿』販売ライセンス」を取得済の方
　　　KOMO注文書を東京事務センター 042-395-9090へFAXしてください。
　　● 「『和楽寿』販売ライセンス」を取得されていない方
　　①「『和楽寿』販売ライセンス」を取得している代理店または特約販社から、「初回購入確認書」を
　　　受け取ってください。
　　②「初回購入確認書」の内容をよくお読み頂き、必要事項をご記入の上、高陽社へFAXにてご提出
　　　ください。
　　　・FAX注文の場合 → KOMO注文書と一緒に 東京事務センター 042-395-9090 へFAX
　　　・電話注文の場合 → 初回購入確認書だけを 販売促進センター 058-398-7002 へFAX
　　 　 その後、販売促進センター 058-398-5040 へお電話にてご注文ください。
　　③「初回購入確認書」(とKOMO注文書)が高陽社に届きましたら、高陽社からご注文者へ確認の
　　　電話が入ります。（日中のご連絡先を必ずご記入ください）

詳しい商品の内容については、商品カタログもしくは㈱高陽社公式ホームページを
ご参照ください。　https://www.koyo-sha.jp

1本1本
（100ｇ）

1本
（100ｇ）

9,000円 6,300円 1本 4,500円

9,000円 1本 6,300円 1本 4,500円

ス
キ
ン
ケ
ア

1台 36,000円 1台 25,200円 1台 18,000円

1箱
（74ｇ×5本）

1箱
（5本）9,000円 6,300円 1箱

（5本） 4,500円

エ
ス
タ
ー
ジ
ュ

1本
（150ｍL）

1本
（31mL）

1本
（120ｍL）

1個
（31ｇ）

1本
（30ｇ）

1箱
（2枚入×4袋）

1個
（標準重量110ｇ）

5,000円 1本 1本3,500円 2,500円

1本
（20g） 6,500円 1個 1個4,550円 3,250円

9,000円 1本 6,300円 1本 4,500円

12,000円 1本 8,400円 1本 6,000円

9,000円 1個 6,300円 1個 4,500円

5,400円 1本 3,780円 1本 2,700円

12,000円 1箱 6,300円 1箱 4,500円

9,000円 1個 6,300円 1個 4,500円

ア
ル
ガ
ン
シ
リ
ー
ズ

3,600円 1本 2,520円 1本 1,800円1本
（350ｍL）

商品価格
数量 単価 注文単位 金額 注文単位 金額商 品 名

販売店価格 代理店価格

1,800円

1本
（200ｇ） 5,000円 1本 3,500円 1本 2,500円

1個
（100ｇ） 1個9,000円 6,300円 2個 9,000円

1本
（120ｍL） 3,600円 1本 2,520円 1本

ヘアクリーム

マハロ
スカルプエッセンス

シャンプー＆
トリートメント

ヘアパック

コーヨープラズマクリーム
GS（クール）

コーヨープラズマクリーム
GS（ノンクール）

エスタージュ
シュッシュ10
（美容器本体）

エスタージュ
炭酸ガスカートリッジ

モロッコの涙
クレンジングEX

ホワイトクリームEX ※3

エッセンスローションEX

オイルセラムEX

美容クリームEX

エッセンスBBクリーム

ビバリ
エッセンスシート

プラズマ
ナノヴェールソープ

ボディソープ コーヨーボディフット
クリーム

高陽クリーム

天樹精
ヘアケアローション
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〈メモ〉

担当販売員（連鎖販売業を行う者）

【必ずご記入ください】

◆氏名（名称）

法人の場合
◆代表者の氏名

◆住所

◆電話番号

5150



ハイセンス岐阜工場

販売促進センター（本社） 天然温泉 遊楽乃湯ホテルＫＯＹＯ（新館）

ホテルＫＯＹＯ（別館） 物流センター

お客様相談室 042-313-3021 受付時間 10：00～17：00（土・日・祝日除く）

本　　　　社 058-398-5040（代表） 受付時間 9：00～18：00

年末年始・お盆時期等は、各施設により休業・休館となる場合がございます。

TEL

TEL

東京事務センター 042-395-0756TEL

会　社　名

所　在　地

代表取締役
設立年月日
資　本　金
従 業 員 数

株式会社 高 陽 社

本　　　　   社　岐阜県羽島市舟橋町出須賀３丁目38
東京事務センター　東京都東村山市栄町２丁目９番地32 晃正プラザビル4F
販売促進センター　岐阜県羽島市舟橋町出須賀３丁目38
ホテルKOYO新館　岐阜県羽島市舟橋町出須賀１丁目45
物流センター　 岐阜県羽島市舟橋町１丁目25
ハイセンス岐阜工場　岐阜県羽島市舟橋町本町５丁目49
ホテルKOYO別館　岐阜県羽島市福寿町平方6－26
遊　楽　乃　湯　岐阜県羽島市舟橋町２丁目15

高 野 泰 樹
昭和50年12月16日
1,000万円
200名

会社概要

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日除く）

2021.07



KOYO UPKOYO UP
コーヨーアップコーヨーアップ

代理店昇格応援
キャンペーン

代理店昇格応援
キャンペーン
2021年7月～12月まで

※詳しくは本チラシ裏面および、KOYOビジネスガイドブックをご覧ください。

代理店を目指すあなたにビックチャンス！！

代理店初回注文
1セット
120mL
×
2本

代理店価格270,000円以上

キャンペーン期間中に限り
なんと0円！！

おすすめしやすいコーヨーアップで
5人の仲間を作ってあなたも代理店に♪

コーヨーアップ
プレミアムエッセンシャルミスト
商品価格：12,000円／セット

「超☆海洋深層水100％マハロ」1.5Ｌ1口（2箱） 
の定期宅配 １１，０００円（実質 8,840円）と、
マハロヘルスサーバーのレンタル 3,340円の
ご利用が代理店昇格の要件となります。

※イメージ



    

 
 

 

2021 年 12 月より、『STEP8 代理店に昇格する条件とは？』（コーヨービジネスガ

イドブックの P21）の【代理店昇格条件】に、下記の昇格コースが追加となります。 
 

コーヨーアップストレートコース 

〇代理店昇格をされる方が愛用者の場合（販売店登録がまだの方） 

① 必要事項をご記入いただいた「コーヨーアップストレートコース代理店

登録申請・注文書」を所属の特約販社を通じて、東京事務センターにご

提出ください。 

② 「販売員としての法令遵守に対する誓約書」（2017.10）をよくお読みい

ただき、内容を十分理解した上で、ご署名ご捺印・ご提出ください。 

（販売店登録時にご提出いただいている方は、要件を満たしたこととな

ります） 

③ 「コーヨーアップ 5カートン」（販売店価格 336,000円）をまとめてご注

文いただくこと。 

④ 「コーヨーアップ販売権利取得申請書」を提出すること。 

⑤ 所定のセミナーを受講すること。（オンラインセミナーを含む） 

 

〇既に販売店登録をされている方 

あなたが直接紹介した（直系）販売店が 5 店に満たない場合、上記コー

スにて代理店昇格をすることができます。その場合、販売店育成をする

代わりに、上記条件の③を 5 店に満たない販売店数 1 店につきコーヨー

アップ 1カートン（販売店価格 67,200円）ご注文いただくことで要件を

満たしたこととなります。 
 

 

 尚、このコースで代理店昇格される場合、「超☆海洋深層水 100%マハロ」

1.5L 1口（2箱）の定期宅配と「マハロヘルスサーバー」のレンタル申込は、

昇格要件から除外されます。 

 
その他、ご不明な点はコーヨービジネスガイドブックをよくお読みいただくか、所属代

理店または特約販社へお問合せください。 

 

株式会社高陽社 ビジネスガイドブック VOL.2差込文書（2021.12） 

KOYO BUSINESS GUIDE BOOK（コーヨービジネスガイドブック）概要書面
Vol.2（2021.07）に必ず差し込んで、登録者本人にお渡しください。 

 



KOYO BUSINESS GUIDE BOOK（コーヨービジネスガイドブック）概要書面
Vol.2（2021.7）に必ず差し込んで、登録者本人にお渡しください。

「コーヨーアップ代理店昇格応援キャンペーン」期間中は、下記内容にて
代理店登録ができます。

【代理店昇格条件】
③の代理店初回注文（代理店価格270,000円以上のご注文）が、
「コーヨーアップ代理店昇格応援キャンペーン」期間中は、条件から除外となります。
但し、このキャンペーン期間中は代理店昇格条件に次の要件が加わります。

〇「超☆海洋深層水100％マハロ」1.5Ｌ 1口（2箱）の定期宅配（11,000円）と、
　「マハロヘルスサーバー」のレンタル（3,340円）のお申込みが代理店昇格の
　要件となります。
　
　お申込みの際は、『超☆海洋深層水100％マハロ』『マハロヘルスサーバー』
レンタル申込書に必要事項をご記入ください。
　このお申込み分より、代理店資格（代理店価格）にてご契約となりますので、
資格の欄は「代理店」に〇をつけてください。
　毎月のお支払いは14,340円となりますが、期毎にマハロ1.5Ｌ 1口あたり2,160円
の割戻金が戻ります。
　詳しくは、

その他、ご不明な点は、コーヨービジネスガイドブックをよくお読みいただくか、
所属特約販社へお問い合わせください。（価格は全て税込み）

株式会社高陽社　ビジネスガイドブック差込文書（2021.7）

代理店に昇格する条件とは？���� �

「超☆海洋深層水100%マハロ」定期宅配について������

（P.21）

（P.35）

をご参照ください。
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